
お知らせします
区部長級職員の人事異動

区民部参事(特命担当)
高橋宏幸＜区民部参事＞　
福祉保健部保健衛生担当(墨田区保健所)参事
西塚 至＜都福祉保健局医療政策部医療安全課長＞
都市整備部立体化推進担当部長
宮本知明＜独立行政法人都市再生機構＞
＊4月1日付け、＜　＞内は旧職

願書を配布しています
製菓衛生師・調理師試験

[試験日] ▼製菓衛生師＝6月8日(土)　 ▼調理師
＝10月12日(土)[願書配布期間] ▼ 製菓衛生師
＝4月26日(金)まで　 ▼調理師＝5月13日(月)
～6月7日(金)[配布場所]生活衛生課(区役所5
階）、すみだ生涯学習センター(東向島2－38－7)
[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943

ご利用ください
すみだ郷土文化資料館の
地元ボランティアによる展示解説
［とき］ ▼ 個人＝第2・第3日曜日午後1時～
4時　 ▼団体(20人以上)＝事前申込みによ
り決定［申込み］ ▼ 個人＝当日直接会場へ

▼団体＝展示解説を希望する日の1か月前ま
でに電話で問合せ先へ［問合せ］すみだ郷土
文化資料館（向島2－3－5）☎5619－7034

広告 初めての方も安心！サポート充実のやさしいスマホ、J:COM MOBILE。詳しくは専用ダイヤルまで ‹0120-938-362(9:00～21：00)
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＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

空き家の相続や不動産のことで
お悩みの方へ「空き家・相続・
不動産　無料相談会」

4月18日（木）
午後1時～5時

すみだ産業会館（江東
橋3－9－10）

対不動産の所有者・相続予定がある方　定先着10組　＊1人での参加
も可　費無料　申事前に電話でNPO法人日本地主家主協会☎3320－
6281へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時半　問安
全支援課空き家対策係☎5608－6520

ほめて楽しい犬のしつけ方教室 問生活衛生課生活環境係（区役所5階）☎5608－6939

▼講義編 5月26日（日）午後1時半～4
時

すみだ生涯学習セン
ター(東向島2－38－7)

定先着200人　＊飼い犬を連れての参加は不可　費無料　申事前に
問合せ先へ

▼実技編 6月23日（日） ▼1回目＝午後
1時～　 ▼2回目＝午後2時
半～　＊いずれも同一内容

竪川親水公園牡丹橋と
新辻橋の間（江東橋2－
1地先）

対今年度または昨年度の講義編受講者　＊ほかにも要件あり　定各
回15組(抽選）　＊飼い犬を連れて参加　費各回2000円　申 5月27
日～31日に問合せ先へ

健
康
・
福
祉

オレンジカフェ 4月17日（水）・18日（木）午
後2時～4時

▼4月17日＝八広はな
みずき高齢者支援総合
センター（八広5－18
－23・京成押上線高
架下）　 ▼4月18日＝
本所地域プラザ（本所1
－13－4）

内認知症の方やその家族、ボランティアなどが
お茶を飲みながら気軽に集う ＊介護に関す
る個別相談もあり　対認知症の方・認知症へ
の不安がある方やその介護者　定各日先着30
人　費無料　申当日直接会場へ　問高齢者福
祉課地域支援係☎5608－6502

ボランティア説明会 4月19日（金）午後1時半～3
時

地域福祉 プ ラ ッ ト
フォーム ガランドー
ル（石原4－11－12）

内ボランティア活動の紹介、活動時の注意点の説明等　対ボランティ
アを始めようと考えている方　定先着10人　費無料　申事前に、す
みだボランティアセンター(東向島2－17－14）☎3612－2940へ

小さな博物館「NTTドコモ歴史
展示スクエア」のシニア向けタ
ブレット体験教室

4月24日 ( 水 )、5月29日
(水 ) ▼午前10時半～正午　

▼午後3時～4時半

NTTドコモ歴史展示スク
エア(横網1－9－2NTT
ドコモ墨田ビル1階)

内タブレットの操作体験、携帯電話の歴史見学ツアー　対 60歳以上
の方　定各先着3人　費無料　申 4月12日午前10時からNTTドコモ
歴史展示スクエア☎6658－3535へ

健康づくり教室「初心者向けリ
ズム体操教室」（全6回）

5月8日～6月12日の毎週水
曜日 ▼1時半コース＝午後1
時半～2時50分　 ▼3時コー
ス＝午後3時～4時20分

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住在勤の20歳以上で、医師から運動を制限されていない方　
定各コース15人（抽選）　費無料　申 4月24日までに、すみだ福祉保
健センター☎5608－3729へ

高齢者初心者向け スマートフォ
ンで写す写真教室（全4回）

5月9日～30日の毎週木曜
日午後2時～4時

梅若ゆうゆう館(墨田
1－4－4・シルバープ
ラザ梅若内)

対区内在住の60歳以上で、スマートフォンを持参できる初心者　定16人
（抽選）　費200円(資料代)　申4月15日までに梅若ゆうゆう館☎5630－
8630へ　＊受け付けは午前9時～午後5時

身体障害者向け「癒やしのヨガ
&ストレッチ教室」（全4回）

5月10日～31日
の毎週金曜日午後
1時半～3時半

すみだ福祉保健セン
ター（向島3－36－7）

対区内在住で身体に障害のある方　定 15人（抽選）　費無料　申講座
名・住所・氏名・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで4月24
日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－3720
へ　＊申込時に手話通訳・磁気ループの希望可

高齢者・みんなで楽しむ料理の
会「元気に100歳・肉料理」

5月13日(月)午前10時～正
午

立花ゆうゆう館（立花6
－8－1－102）

対区内在住で60歳以上の方　定 15人(抽選)　費 500円(食材費)　
申 4月16日までに立花ゆうゆう館☎3613－3911へ　＊受け付けは
午前9時～午後5時

「墨田区高齢者筋力向上トレーニ
ング教室（マシントレーニング）」
（各コース全6回）

▼火曜日コース＝5月14日
～6月18日の毎週火曜日　

▼金曜日コース＝5月17日
～6月21日の毎週金曜日　
＊いずれも午後1時～2時
45分

区総合体育館（錦糸4－
15－1）

対区内在住の65歳以上で、医師から運動を制限されていない本教室未受
講者　＊ほかにも要件あり　定各コース12人（抽選）　費無料　申電話で
4月22日までに、セントラルスポーツ株式会社介護予防事業部☎5543－
1888へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前10時～午後6時　問高齢者
福祉課地域支援係☎5608－6178

こころの病のある方の家族の会
〝家族同士で情報交換しませんか〞

5月29日（水）午前10時～正
午

本所保健センター（東
駒形1－6－4）

内日頃の悩みについての話合いや、病気・福祉制度などについての情
報交換　対区内在住で、こころの病のある方の家族　定先着20人　
費無料　申事前に電話で本所保健センター☎3622－9137へ

子
育
て
・
教
育

おもちゃサロン「好きなおもちゃ
でいっぱい遊ぼう」

時間はいずれも午前10時～
午後3時半

対未就学児とその保護者　費無料　申当日直接会場へ　＊各会場で
おもちゃドクターによるおもちゃの修理あり（詳細は各問合せ先へ）

4月12日（金）・15日（月）
＊毎週金曜日・毎月第3月
曜日に開催(祝日を除く)

すみだボランティアセ
ンター(東向島2－17
－14)

問墨田区社会福祉協議会☎3614－3900　＊第1金曜日の午後と第3
月曜日は、障害のある子どもとその保護者が対象

4月17日（水）　＊毎月第3
水曜日に開催

本所地域プラザ(本所
1－13－4）

問本所地域プラザ☎6658－4601　＊子どもと親のための心の相談
コーナーあり（午後1時～5時）

4月24日（水）　＊毎月第4
水曜日に開催

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

5月9日（木）　＊毎月第2木
曜日に開催

八広地域プラザ(八広
４－35－17）

問八広地域プラザ☎6657－0471

5月10日～31日
の毎週金曜日午後

お知らせ 粗大ごみ収集の申込みは「粗大ごみ受付センター」のホームページが便利です。　粗大ごみ受付センター☎5296－7000
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

子
育
て
・
教
育

就学相談・特別支援教育説明会 4月16日（火）午前10時～正
午

すみだリバーサイド
ホール2階イベント
ホール（区役所に併設）

内就学相談の手順や特別支援教育の内容等の説明　対令和2年4月に
小学校入学予定で、心身に障害等があると思われる子どもの保護者　
＊令和3年4月に入学予定の子どもの保護者も説明会への参加可　申
当日直接会場へ　＊就学相談の予約は4月17日午前9時から電話で問
合せ先へ　問学務課給食保健・就学相談担当☎5608－6304

「図書館を使った調べる学習コン
クール」受賞作品の展示

4月19日（金）～5月15日
（水）の開館時間中

ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内受賞作品の展示、関連資料の貸出し等　費無料　申当日直接会場
へ　問ひきふね図書館☎5655－2350

こども読書の日記念行事 費無料　申当日直接会場へ

▼こども読書の日おはなし会 4月20日(土)午後2時～3
時

立花図書館（立花6－8
－1－101）

内絵本の読み聞かせ、ブックトーク、手遊びなど　対小学生以下の子
どもとその保護者　定先着50人　問立花図書館☎3618－2620

▼子ども読書の日おたのしみ
会「めざせ！おりがみマス
ター」

4月20日（土）午後3時～4時　
＊午後2時半から当日整理
券を配布

緑図書館（緑2－24－
5）

内おりがみあそびなど　対 4歳以上の未就学児～小学生　＊未就学児
は保護者の同伴が必要　定先着20人　問緑図書館☎3631－4621

▼もっと本が読みたくなるお
はなし会

4月21日（日）午後2時～3時 ひきふね図書館(京島
1－36－5)

内ブックトーク、絵本の読み聞かせ、絵本あてクイズ等　対 3歳以上
の未就学児～小学生とその保護者　問ひきふね図書館☎5655－2350

▼おはなしひろばスペシャル 4月27日(土 )午前11時～
正午

八広図書館(八広5－
10－1－104）

内絵本、パネルシアター、歌など　対小学生以下の子どもとその保護
者　定先着30人　問八広図書館☎3616－0846

すみだキラキラママのつどい 4月24日（水）午前10時～午
後3時

みどりコミュニティセ
ンター（緑3－7－3）

内キラキラキッズ「体育＆知育」（2・3歳対象）、バランスボールで産後
ケア、肩腰ケア(1回20分)、クラフトタイム　対親子　＊妊婦・母親
のみの参加も可　定詳細は申込先へ　費各プログラム800円(材料費
込み）　申事前に希望プログラム名・氏名・子どもの年齢を、Eメールで、
すみだキラキラママのつどい kirakiramamasumida2010@gmail.
comへ　問みどりコミュニティセンター☎5600－5811

社会福祉会館の親子向け催し
「幼児の時間（2歳児以上の親子）」
「すこやかクラブ（1歳児の親子）」
「すくすくクラブ（0歳児の親子）」
（各全33回）

5月8日～の ▼幼児の時間＝
水曜日午前10時半～11時
半　 ▼すくすくクラブ＝木
曜日午前10時～10時40分　

▼すこやかクラブ＝木曜日
午前10時50分～11時半　
＊祝日・8月・年末年始を
除く

社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

内体操、季節の制作、手遊び、お話等　対詳細は問合せ先へ　定各先
着30組　費無料　申事前に直接、社会福祉会館☎3619－1051へ　
＊受け付けは4月26日までの午前9時～午後5時（土・日曜日を除く）　
＊電話での申込みは不可

スポーツ体験教室　第1回「陸上
(走り方)」

5月12日(日)午前
10時～正午

八広地域プラザ(八広
4－35－17)

対小学生　定先着24人　費無料　持室内用の運動靴、飲物　＊動き
やすい服装で参加　申事前に八広地域プラザ☎6657－0471へ　＊受
け付けは5月6日までの午前9時～午後8時(4月15日を除く)

親子でお米づくりを体験しよう！
「わんぱく村2019〝稲作シリー
ズ〞」（全4回）

5月12日（日）、6月23日（日）、
9月22日（日）、11月3日（祝）
午後1時半～4時　＊最終日
は午前10時半～午後3時　
＊日時・場所は変更の可能
性あり

わんぱく天国(押上1
－47－8)

対区内在住在学の小学校4年生～6年生とその保護者　定 30組（抽選）　
＊初参加者を優先　費1500円（材料費）　申申込書を直接または郵送、
ファクスで4月19日（必着）までに、〒130－8640地域教育支援課地域
教育支援担当（区役所11階）☎5608－6311・℻  5608－6411へ　＊申
込書は申込先で配布しているほか、区立小学校の対象児童に学校を通
じて配布　＊区ホームページから電子申請も可

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

昭和初期の風情を伝える「旧小
山家の五月人形展」

5月7日（火）までの午後0時
半～4時半

立花大正民家園旧小山
家住宅（立花6－13－
17）

内区指定有形文化財（建造物）の旧小山家住宅に伝わる五月人形の公開　
費無料　申期間中、直接会場へ　問すみだ郷土文化資料館☎5619－
7034

区総合体育館公開講座「スポー
ツ傷害予防のマネジメントと応
急処置」

4月25日（木）午後7時～9時 区総合体育館(錦糸4
－15－1)

定先着30人　費無料　申事前に講座名・住所・氏名・電話番号を、電
話またはEメールで区総合体育館☎3623－7273・ sumidagym@
n-reco.co.jpへ　＊受け付けは4月22日まで

NHK関連文化講演会「東寺の歴
史と真言密教の至宝」　＊特別展
は6月2日（日）まで東京国立博物
館（台東区上野公園13－9）で開
催

4月28日（日）午後2時～3時
半　＊開場は午後1時半

すみだ生涯学習セン
ター（東向島2－38－7）

【講師】新見康子氏(東寺 文化財保護課長)　対区内在住在勤在学の方　
定150人(抽選）　費無料　申講演会名・住所・氏名（ふりがな）・年齢・
勤務先または学校の名称（区内在勤在学者のみ）・電話番号・ファクス
番号を、往復はがきまたはファクスで4月19日(必着)までに、すみだ
生涯学習センター(〒131－0032東向島2－38－7)☎5247－2010・
℻  5247－2011へ　＊すみだ生涯学習センターのホームページからも
申込可　＊1通につき2人まで申込可　＊電話での申込みは不可

史跡めぐり「勝海舟と榎本武揚　
ゆかりの地をめぐる」

5月10日（金）午前9時半～
正午

勝安芳（海舟）銅像、両
国公園、梅若公園など　
＊バスで移動　【集合・
解散場所】区役所1階ア
トリウム

対都内在住在勤の方　定 20人（抽選）　費 50円（保険料）　申催し名・
住所・氏名・年齢・電話番号を、往復はがきで4月19日(必着)までに、
〒130－8640地域教育支援課文化財担当「史跡めぐり」係☎5608－
6310へ　＊1通につき2人まで申込可　＊歩きやすい服装で参加

友好都市交流事業「春・都市農
村交流事業」

5月25日(土)～26日(日)　
＊1泊2日　＊区役所1階正
面玄関前に午前7時45分に
集合

長野県上高井郡小布施
町　＊往復バスで移動

内農家での宿泊（1軒あたり2・3人）、おぶせ温泉入浴、農作業体験、花
壇づくり、交流会等　対区内在住の小学生以上　＊高校生以下は保護
者の同伴が必要　定 35人（抽選）　費 8500円　＊宿泊代、昼食代（1回
分）、入浴料、保険料等込み　申電話で4月22日までに文化芸術振興課
文化芸術・国際担当☎5608－6212へ

イ
ベ
ン

ト

第88回早慶対校競漕大会（早慶
レガッタ）

4月14日（日）午前9時～午
後3時半　＊雨天決行

隅田川（新大橋上流～
桜橋上流）

費無料　申当日直接会場へ　問 ▼観光課観光担当☎5608－6500　

▼早慶対校競漕大会運営委員会☎048－442－4064

すみだガラス市 ４月20日(土)・21日(日)　
午前10時～午後4時　＊小
雨決行

大横川親水公園（北斎
通り沿い・長崎橋跡北
側）

内「江戸硝
ガラス
子」をはじめとするガラス製品の販売、江戸切子のカット作

業やトンボ玉製作の体験等　費無料　申当日直接会場へ　問産業振
興課産業振興担当☎5608－1437

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ
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　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

非常勤職員（介護支援専門員）の
募集

内ケアプランの点検、サービス利用者の苦情相談、介護事
業所への実地指導等　対介護支援専門員の資格を有し、
実務経験が3年以上ある方　【採用数】1人　選書類選考お
よび面接　＊面接日は書類選考合格者に後日通知

申履歴書と介護支援専門員証の写しを、直接または郵送で4月
26日(必着)までに、〒130－8640介護保険課給付・事業者担
当（区役所4階）☎5608－6544へ

特別区立幼稚園(大田区・足立
区を除く)教員採用候補者の募
集

種教員(幼稚園)　対昭和60年4月2日以降の生まれで、
幼稚園教諭普通免許状を有する方　＊令和2年4月1日ま
でに取得見込の方を含む　【第1次選考(筆記試験)実施日】
6月23日(日)　＊詳細は特別区人事・厚生事務組合のホー
ムページを参照　

申申込書等を ▼郵送＝5月7日(消印有効)までに　 ▼直接＝5月
7日・8日に　特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局人事
企画課採用選考担当(〒102－0072千代田区飯田橋3－5－1東
京区政会館17階)☎5210－9751へ　＊募集案内・申込書等は
各区教育委員会事務局、申込先で配布　問教育委員会事務局指
導室（区役所11階）☎5608－6307

特別区立幼稚園(大田区・足立
区を除く)妊娠出産休暇・育児
休業補助教員採用候補者（臨時的
任用教員）の募集

対昭和34年4月2日以降の生まれで、幼稚園教諭普通免許
状を有し、次のいずれかの要件を満たす方 ▼国・公・私立
幼稚園の正規任用教員として1年以上の勤務実績がある　

▼国・公・私立幼保連携型認定こども園で3歳以上を担当
する正規任用保育教諭として1年以上の勤務実績がある　

▼特別区立幼稚園の臨時的任用教員または学級を専任す
る非常勤講師として通算12か月以上の勤務実績がある　
選書類選考および面接　＊書類選考のみとなる対象者の
詳細は募集案内を参照

申申込書等を本人が直接、6月3日・4日に東京区政会館17階(千
代田区飯田橋3－5－1)へ　＊更新者で過去5年間に特別区立幼稚
園の臨時的任用教員として勤務実績がある方は、5月1日～24日
(消印有効)に特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局人事
企画課採用選考担当(〒102－0072千代田区飯田橋3－5－1東京
区政会館17階)☎5210－9857への郵送による申込みも可　＊募
集案内・申込書等は各区教育委員会事務局、申込先で配布　＊詳
細は特別区人事・厚生事務組合のホームページを参照　問教育
委員会事務局指導室（区役所11階）☎5608－6307

区
政

そ
の
他

墨田区景観審議会区民委員の募
集

対区内在住の20歳以上で景観やまちづくりに興味があり、
年に数回開催する審議会(原則として月曜日～金曜日の昼
間、2時間程度)に出席できる方　【委嘱期間】6月1日～令
和3年5月31日　【採用数】3人　選書類選考および面接　
＊面接日は書類選考合格者に後日通知　＊選考方法等の
詳細は申込先へ

申応募用紙と「すみだらしさを活
い
かしたこれからの景観まちづ

くり」をテーマとした作文(1200字程度で書式自由)を、直接ま
たは郵送、ファクス、Eメールで4月26日（必着）までに、〒130
－8640都市計画課景観・まちづくり担当(区役所9階)☎5608
－6266・℻  5608－6409・ TOSHIKEIKAKU@city.sumida.
lg.jpへ　＊応募用紙は申込先で配布しているほか、区ホームペー
ジからも出力可

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

[問合せ]文化芸術振興課文化芸術・国際担当☎5608－6115  　http://hokusai-museum.jp

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

イ
ベ
ン
ト

緑と花の学習園の「みどりの日」
イベント

5月11日（土） 緑と花の学習園（文花2
－12－17）　＊緑の
カーテン作りと土の再
生講習会は、午後の回
のみ区役所会議室123
（12階）で開催

問環境保全課緑化推進担当☎5608－6208

▼「シモツケ」の無料配布 ▼午前10時～　 ▼午後1時
～

対区内在住在勤在学の方　定各先着25人　持苗を持ち帰るための袋　
申当日直接会場へ

▼「ひろげよう！つなげよ
う！」緑のカーテン作りと
土の再生講習会

▼午前10時～　 ▼午前11
時～　 ▼午後1時～　 ▼午
後2時～　＊30分程度

対区内在住在勤在学の方　定 ▼午前の部＝各先着10人　 ▼午後の部
＝各先着30人　費無料　持苗を持ち帰るための袋　申 4月11日午前
9時から電話で問合せ先へ　＊コロタン（メロン）の苗を進呈

▼鹿沼の間伐材で丸太切り ▼午前10時～　 ▼午後1時
～

定各先着25人　費無料　持切った材料を持ち帰るための袋　申当日
直接会場へ

▼手作りプランターで野菜の
寄せ植え講習会

▼午前11時～　 ▼午後1時
半～　＊30分程度

対区内在住在勤在学の方　定各先着7人　費各1500円程度（材料費）　
持エプロン、手袋、寄せ植えを持ち帰るための袋　申 4月11日午前9
時から電話で問合せ先へ

▼緑化相談「木のお医者さん
に聞いてみよう」

▼午前10時～正午　 ▼午後
1時～3時

費無料　申当日直接会場へ
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生
なりわい
業とは一般的に、生活をするための仕事を意味します。生活に結び

付いている生業は、その社会の在り方を映し出します。江戸時代には、
現在では馴

な じ
染みのなくなってしまった生業があった一方で、現代の商売

のルーツになる生業も存在しました。葛飾北斎は、仕事に注目したり、
景色の一部として捉えたりして様々な生業で働く人々を描いています。
本企画展では、働く人々に向けられた北斎のまなざしを通して、江戸時
代の生業を紹介します。
[とき]4月23日（火）～6月9日（日）の午前9時
半～午後5時半　＊入館は午後5時まで　＊休
館日を除く［ところ］すみだ北斎美術館（亀沢2
－7－2）［入館料］ ▼ 一般＝1000円　 ▼高校
生、大学生、65歳以上の方＝700円　 ▼中学
生、障害のある方＝300円　＊団体割引・前
売券割引あり　＊詳細は、すみだ北斎美術館
のホームページを参照［申込み］期間中、直接
会場へ［問合せ］すみだ北斎美術館☎6658－
8936

北斎の没後170年にあたる今年は、区の友好都市である長野県小布
施町の北斎館との連携企画や、海外の美術館が所蔵する北斎作品の高
精細複製画を展示する企画など、様々な企画展を開催していきます。
［問合せ］すみだ北斎美術館☎6658－8936

4月23日から開催！ 今年は、北斎没後170年の記念イヤー！
すみだ北斎美術館 企画展開催予定のご案内

開催期間 企画展（予定）
4月23日（火）～6月9日（日） 北斎のなりわい大図鑑
6月25日（火）～8月25日（日） 綴

つづり
プロジェクト高精細複製画で綴

つづ
るスミ

ソニアン協会フリーア美術館の北斎展
9月10日（火）～11月4日（振休） 北斎没後170年記念　茂木本家美術館

の北斎名品展（仮題）
11月19日（火）～令和2年1月19日
（日）

北斎没後170年記念　北斎 視覚のマ
ジック 小布施・北斎館の名品展

令和2年2月4日（火）～4月5日（日）北斎師弟対決（仮題）

「冨嶽三十六景凱
風快晴（異版・藍
摺）」（茂木本家美
術館蔵・9月10
日～11月4日の
うち一部期間で
展示予定）

「男浪」（小布施
町上町自治会
蔵・11月19日
～令和2年1月
19日のうち一
部期間で展示予
定）

すみだ北斎美術館企画展「北斎のなりわい大図鑑」




